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Ⅰ．導入の背景及び目的 

 適正養殖規範つまり養殖生産工程管理手法（Good Aquacultural Practice手
法、以下「GAP 手法」という。）とは、養殖水産物の食品安全の確保等を
目的に、養殖業者自らが生産工程で想定される危害要因等（食品を汚染す

る病原生物、有害化学物質、貝毒、残留医薬品および食品に混入する異物

など）の管理すべき項目を決定し、管理方法を定め、その方法に従って養

殖業を行い、作業結果を記録し、その記録を点検・評価して改善点を見出

し、逐次養殖生産の改善に活用するという一連の管理手法である。 

 コーデックス（国際食品規格委員会）＊などにおいても、GAP 手法は生
産段階におけるリスク管理の手法として、その導入が有効かつ経済的であ

ると推奨されており、欧米諸国では導入が進みつつあるほか、我が国でも

農業においては普及が進められている。 

 こうした中で、平成 19年 3月に閣議決定された水産基本計画では、「養
殖水産物の安全性や品質に対する消費者の関心に応え」、「消費者に信頼さ

れる養殖生産を促進する」等の観点から、養殖場の環境改善、水産用医薬

品の適正使用、防疫体制の整備、ならびに養殖対象魚種ごとに適正養殖規

範を策定し、順次可能な養殖水産物からその普及を促進することとされた。 
 養殖水産物は、外部環境から完全に隔離することができない養殖場にお

いて生産されるとともに、貯蔵、流通する工程も含めて、さまざまな危害

要因によるリスクにさらされる可能性がある。そのため、生産工程管理手

法の一つである GAP手法の導入にあたっては、養殖業者による養殖水産物
の飼育管理のみならず、漁協等が関与する水揚げ、選別、加工、出荷に至

る各工程についても必要な対策をあらかじめ定める必要がある。それを確

実に履行することによって有効なリスク管理を行うことが可能となり、ひ

いては最終生産物の食品としての安全性の確保につながることから、地域

や対象魚種の特性等に応じた GAP 手法の策定や普及を図るための考え方
を示すためにこの手引きを作成した。 

＊コーデックス委員会：消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等

を目的として、1962年に FAO及びWHOにより設
置された国際的な政府機関であり、国際食品規格

の作成等を行っている。 

 

 

Ⅱ．GAP手法導入により想定されるメリット 

 １．養殖水産物の安全性の確保 

 平成 15 年 5 月、国民の健康保護が最も重要であるという認識から、食
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品の安全性確保に関する基本理念やリスク分析の考え方に基づく施策の

策定に係る基本的な方針等を定めた食品安全基本法（平成 15年法律第 48
号）が制定された。その中では、フードチェーン（養殖水産物の場合は生

産から食品の消費に至る一連の食品供給工程）全体を通じたリスク管理が

重要であることが明確に謳われている。 

 その最初の段階である養殖水産物の生産段階において、食品危害要因に

よる健康への悪影響を最小にするためのリスク管理が極めて重要となる。

また、この段階における GAP 手法の導入は、養殖水産物の食品としての
安全性や品質確保に資するとともに、消費者や食品事業者等の信頼を確保

することにつながるものである。 

 

 ２．養殖環境と漁場の保全 

 平成 11 年 5 月に漁業協同組合等による養殖漁場の改善等のための措置
を定めた持続的養殖生産確保法（平成 11 年法律第 51 号）が制定された。
そこでは、各地域において養殖漁場の改善に関する計画（以下「漁場改善

計画」という。）を作成し、都道府県知事の認定を受けることが推奨され

ている。 
このため、漁場改善計画に盛り込まれている養殖漁場の改善を図るため

の措置や必要な施設および体制等を GAP 手法の点検項目として活用する
ことによって、漁場改善計画のより確実な実施が図られ、結果的に法の目

的である持続的な養殖生産の確保が期待できる。 

 

 

Ⅲ．GAP手法の実施 

 １．基本的考え方 

 我が国の養殖生産は多様であり、対象とする養殖水産物の種類や生産条

件は地域ごとに異なっている。それぞれの産地における生産工程およびそ

れに伴って発生する危害要因は異なることから、GAP手法は、産地の養殖
生産実態等に応じて作成・実践する必要がある。 

 本手引きでは、各地域における GAP 手法の実践にあたっての具体的手
順を記載しつつ、我が国の海面・内水面養殖業の一般的な生産工程と危害

要因を想定し、GAP手法のモデルを示している。 

 地域における GAP 手法の作成とその実践にあたっては、本手引きおよ
び「地域版 GAP 手法の作成にあたって」を参考にして、地域の養殖生産
実態に合わせて GAP 手法モデルに必要な項目を追加あるいは削除する必
要がある。 
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２．GAP手法の作成にあたり対象となる主な生産工程の管理点 

（１）種卵・種苗の導入 

 海面における魚類養殖の場合は、ブリ等のように国内の海域で採捕さ

れた天然種苗を導入するケースや、カンパチ等のように海外で採捕され、

飼育された種苗を輸入して養殖するケースのほか、マダイ等のように人

工種苗を導入するケースもある。また、内水面における魚類養殖の場合

は、ニジマス、在来マス等のように、国内で採卵・孵化した種苗を導入

するケースや、ギンザケ等のように海外で生産された発眼卵を導入する

ケースもある。さらには、多くの養殖対象魚種では、国内で中間育成さ

れた種苗を移出入する場合もある。 

 外部から発眼卵や種苗を導入する際には、養殖場に疾病や寄生虫を持

ち込まないことがその後の安定的な養殖生産のために重要であること

から、導入元の業者名および数量を記録するとともに、リスク管理のた

めに発眼卵や種苗の飼育管理状況（天然種苗の場合は採捕の状況等を含

む）や、投薬を含む生産履歴を把握することも重要である。（水産用医

薬品の使用については（３）を参照） 
 また、自家採卵によらない種苗は、導入前の種苗の生産管理が原因の

問題も発生していることから、短期間の稚魚養成であっても中間種苗と

して捉える必要がある。 
 

（２）飼・餌料等の適正使用 

 魚類養殖において飼・餌料の使用は不可欠であり、養殖経営上のコス

トの大半を占める大きな要素である。飼料中への有害化学物質等の混入

は、そのまま養殖水産物への残留リスクに直結し、養殖魚の食品として

の安全性を脅かす事故も発生した。また、飼・餌料の過剰給餌は養殖漁

場や飼育水を排水する河川・湖沼の汚染を引き起こすおそれもある。 

 生産現場では購入した飼・餌料の製造者、種類、ロット等について確

認および記録を行い、適切に保存・管理することによって、貯蔵中の品

質の低下を防ぐとともに、万が一飼・餌料中に有害化学物質の混入事故

が発生した場合でも、速やかな対処が可能となる。また、過剰給餌の抑

制を図る観点からも給餌量の記録・確認が重要である。 

 
 （３）水産用医薬品の適正使用 

 水産用医薬品は、飼育魚の病状等に応じて最終的には養殖業者自らの

意志により使用するものであるが、養殖水産物に薬剤を残留させないこ

とは食品安全を確保する観点から極めて重要な管理点となる。 
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 このため、飼育魚に病気の発生や行動異常等が認められた場合には、

必要に応じて水産試験場等の魚病の専門的知識を有する者に相談し、医

薬品ごとに定められた用法・用量や休薬期間を遵守するとともに、使用

日・対象魚群について記録しておくことが重要である。併せて、周辺漁

場や環境への拡散防止には十分、注意しなければならない。また、ワク

チンの使用に際しては、水産試験場等の指導機関の指導のもとに実施す

る必要がある。 

 
 （４）漁網防汚剤等の養殖資機材の使用 

  海面養殖では、生簀網の素材として化繊網が使用されているが、付着
生物により生簀内の飼育環境が悪化し、成長阻害や疾病の発生につなが

ることから、漁網防汚剤を塗布する場合がある。漁網防汚剤の使用に際

しては、飼育魚や周辺漁場環境への影響が少ない防汚剤を使用し、その

製品名を記帳・管理しておくことが重要である。 

漁網防汚剤に関しては、製造側から薬剤の有効期間は明示されておら

ず、その有効性に影響を及ぼすと考えられる物理学的および生物学的な

要因等も養殖漁場により多様であることから、防汚剤処理した生簀網の

使用に際しては地域の実態に合わせた基準を設定する必要がある。 

また、使い残しの漁網防汚剤や使用済みの生簀網の廃棄に関しても、

適切な方法により処分されるよう注意しなければならない。 
 
（５）水揚げの際の衛生管理の徹底 

 養殖水産物の食品としての安全性を確保するためには、養殖水産物の

水揚げ時（水揚げ前に蓄養など出荷調整の工程がある場合はその間も含

む）および水揚げ後の衛生管理とともに、問題が発生した際の対応とし

て製品ロットの管理も重要である。 

 水揚げ時においては、養殖水産物の丁寧な取り扱いと水揚げに用いる

器具・機材等を清潔に保つことが重要である。また、水揚げ後の選別、

貯蔵、出荷にあたっては、迅速な活け〆や冷却等により、品質の低下、

腐敗の防止等に努めるとともに、養殖水産物がネズミや衛生害虫、ある

いは鳥獣によって汚染されないよう作業環境を整備する必要がある。 

 
（６）作業記録の管理 

 I.で述べたように、GAP 手法は、点検項目に関する作業記録を正確か
つ確実に実施し、それを保管する取り組みである。作業中に問題等が発

生した場合に、作業記録を点検し、改善策を検討して、それを逐次養殖
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生産に生かすことによって、実効のある効率的なリスク管理を行うこと

が可能となる。従って作業記録は、対象魚種の養殖開始から出荷までの

間はもとより、出荷後一定期間は保管する必要がある。 

 なお、作業記録の記帳等については、すでに大多数の養殖業者や産

地・漁業協同組合等において実施されている。こうした地域で GAP 手
法を導入する場合、新たに作業記録（養殖日誌等）を作成する必要はな

く、既存の取り組みを活用し、不足している点検項目を追加・記録する

ことによって養殖業者等の負担を軽減させることができる。 

 

 ３．地域における GAP手法の作成・実践の実際 

 （１）地域における体制の整備 

 地域において GAP 手法を導入し、養殖水産物の食品としての安全性
の確保、ならびに養殖漁場の保全を図ろうとする場合、参加する養殖業

者等全員が同じレベルの取り組みを実施する必要がある。また、出荷施

設の利用方法等もその対象となることから、地域全体で取り組む体制の

整備が不可欠である。 

 養殖業における GAP 手法は、我が国においては一般的な概念として
未だ定着していないため、導入にあたっては、都道府県や業界による指

導も重要となる。漁業協同組合関係者や養殖業者がチームを編成し、管

理内容や様式等の作成にあたることが有効であり、チームには食品安全

などに知見を有する学識経験者や都道府県の担当者等が参加すること

によって、より客観性のある GAP手法の導入が可能となる。 

 
 （２）GAP手法作成の具体的な手順 

 GAP 手法の導入のための具体的手順を、コーデックスにおいて
HACCP（危害分析および重要管理点）の円滑な導入のために定められた
「HACCP適用のための７原則」を参考にして、次にまとめた。 

① GAP手法作成のための事前準備[手順１～４] 
 地域における GAP 手法の導入体制を整備した上で、地域の養殖生産
の実態把握等、GAP手法の作成のための事前準備を進める。 

   手順１：GAP手法の導入のためのチームを編成し、役割分担を整理する 

養殖生産に携わる養殖業者のみならず、出荷施設等を管理する漁協

職員や養殖資機材の販売者など生産に関係する者全員が、GAP手法の
考え方や必要性を理解するとともに、その導入にあたっての各人の役

割を明確にすることが大切である。また、専門的知識を有する者の参

加、助言も重要である。 
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   手順２：対象養殖水産物の特徴やその用途を確認する 

GAP 手法の対象となる養殖水産物の生物学的特性や生産方法およ
び食品としての性質（品質の持続性等）、消費実態（生食あるいは加熱

調理等）などの特徴を明らかにする。 

   手順３：養殖場や関連施設の立地条件等を把握する 

対象となる養殖場や出荷施設等の立地条件を把握するとともに、養

殖水産物の養殖状況や隣接河川、農場、工場の立地等周辺環境の状況

等も把握する。 

   手順４：生産工程図を作成する 

養殖の準備段階から出荷までの養殖水産物の生産工程を整理した

「生産工程図」を作成し、養殖生産の実態と合致しているかどうかを

確認する。 

  ② GAP手法の作成[手順５～10] 
 ①の事前準備で収集・整理したデータや、作成した生産工程図に基づ

き、具体的に GAP手法の作成を進める。 
   手順５：危害分析を実施する 

手順４で作成した「生産工程図」をもとに、生産工程の中で想定さ

れる危害要因を分析・検討する。 

本手引きでは、養殖水産物の安全性および養殖漁場の保全の観点か

ら、主な危害要因となる病原生物、重金属等の有害化学物質、残留医

薬品、残留飼料添加物および異物を危害要因の例として取り扱った。 

   手順６：管理方法を整理する 

手順５の危害分析をもとに、各生産工程において想定される危害要

因ごとに、その発生や汚染等を抑制するための具体的な方法を検討し、

「生産工程とリスク管理の内容」の一覧表を作成する。 

なお、「生産工程とリスク管理の内容」は、「生産工程図」をもとに、

生産工程ごとに管理対象を区分し、想定される危害要因とその管理方

法を一覧表に整理したものである。危害要因とその対策方法は、地域

での GAP手法導入時に参考となるよう、あえて詳細に記載している。
GAP手法を実践する場合には、必要な項目や必要のない項目、あるい
は実施が不可能な項目について、「地域版 GAP手法の策定にあたって」
等を参考に、適宜、追加・削除をする必要がある。（手順７も同様） 

   手順７：手順書・チェックリストを作成する 

手順６で作成した「生産工程とリスク管理の内容」をもとに、生産

現場の実態や想定される危害の発生を防止するために管理する必要の

ある項目について、優先順位などを整理した「チェックリスト」を作
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成するとともに、具体的な作業内容を取りまとめ、「GAP手法手順書」
を作成する。 

チェックリストや手順書の中に示される事項には、リスク管理のた

めに特に対策を講じ、記録を残す必要がある具体的な事項を設定する。

その際、明確で分かりやすいチェック項目や作業手順を設定するなど

の工夫が必要である。なお、既に生産履歴管理などに取り組んでいる

地域では、その一環として実施している記帳の有無をチェック項目に

するなど、現場の実態に応じた方法を採用することも可能である。 

   手順８：GAP手法を実践し、定期的な見直しを行う 

 作成した GAP手法に従って飼育管理を実践するとともに、その効果
を検証した上で、必要に応じて見直しを行う。 

 最初は、実施可能な措置から始めることが大切であり、その後、継

続的に実践内容のレベルアップを図ることが重要である。 

      手順９：効果・実効性の検証方法を設定する 

作成した GAP手法の内容に間違いや抜け落ちた点がないか、また、
効果的に実践されているかなどを検証する方法を設定する。 

例えば、地域内の養殖業者が相互に確認し合う、行政や漁協などの

指導機関が確認する、流通業者や消費者、あるいは学識経験者等の第

三者が確認する方法などが考えられる。これは作成された GAPおよび
実践の内容について透明性や客観性を確保する上でも重要である。 

   手順１０：文書、記録の保管・管理の方法を設定する 

GAP手法に関する文書や記録の保管・管理の方法を設定する。 

問題が発生した場合でも、生産履歴の確認作業などにおいて、迅速

で適切な対応が可能となり、食品としての安全性の確認や地域の信頼

性の確保などの効果が期待できる。 
 

 （３）GAP手法の実践と見直し 

 （２）の②の手順８にも示したが、チェックリストに掲げたチェック

項目ごとのリスク管理方法が、実効性を伴って確実に実施されるために

は、養殖業者自らが GAP 手法の効果を定期的に検討し、作成した GAP
手法を見直していくことが必要である。 

 見直しにあたっては、取り組みの定着の程度を見極めながら、危害要

因の管理レベルが向上するよう努めるとともに、リスク低減効果とコス

トや作業量などを比較することにより、より合理的な管理方法を選択す

ることが重要である。 
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  （４）実践にあたっての留意点 

  ① 養殖業者をはじめとする関係者の意識の向上 

地域で GAP手法を導入し、養殖水産物の食品としての安全性確保を図
ろうとしても、一人の養殖業者の生産した養殖水産物が汚染していたり、

一人の法令違反によって地域全体の安全性や信頼性の低下を招くことが

ある。 

このため、地域で GAP手法を導入する場合、研修会の開催などによっ
て、養殖業者をはじめ関係者各人が、養殖水産物の食品としての安全性

に対する意識の向上を図ることが極めて重要である。 

  ② 研修等の継続的な実施 

①による関係者の意識の向上をはじめ、危害要因の把握と対応等 GAP
手法の導入のための基礎知識の習得、さらには、すでに導入した GAP
手法の実践内容のレベルアップのために、行政や漁連・漁協等が開催す

る研修等を通じて関係者の意識向上を継続的に実施することが重要であ

る。 

  ③ GAP手法の客観的評価 
小売業者等が養殖水産物の食品としての安全性を客観的に判断する指

標として、ある産地が実践している GAP手法が食品安全の観点等に照ら
して妥当なものであるかを判断する場合が想定される。 
各産地での GAP手法の妥当性は、３．の記述を判断基準として作成手

順および実践内容を確認することにより評価される。GAP手法が適切な
リスク管理のレベルに対応した計画および実践内容となっており、（場合

によってはブランド化等を推進する上で）その実践を通じて食品として

の安全性の確保等が図られ、それらの記録が確実に残されていることが

必要である。特に、産地としての取り組みにおいては、第三者による評

価にも耐えうる GAP手法の実施を目指すことが重要である。 
 


